
株式会社イマイ
東京都新宿区新小川町6-36 S&Sビル 4F
TEL:03-3260-6060 FAX:03-3260-6072

スペイン・アンダルシア産
こだわりの厳選オリーブオイル、オリーブの実瓶詰

GOYA
ゴヤ

商品名（日本語） EV ｵﾘｰﾌﾞ ｵｲﾙ

商品名（英字） EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

1701107696248ドーコNAJ

)g854(lm005量容内

21数り入

ンイペス国産原

賞味期間（製造後） 24か月

商品名（日本語） EV ｵﾘｰﾌﾞ ｵｲﾙ

商品名（日本語） EV ｵﾘｰﾌﾞ ｵｲﾙ"UNICO"

商品名（英字） EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

商品名（英字） EXTRA VIRGIN OLIVE OIL"UNICO"

9031107696248ドーコNAJ

3301107696248ドーコNAJ

)g854(lm005量容内

)g18(lm7.88量容内

21数り入

63数り入

ンイペス国産原

ンイペス国産原

賞味期間（製造後） 24か月

賞味期間（製造後） 24か月

）語本日（名品商ﾟﾌｲﾀ塩減)り入ｶﾘﾟﾌﾟﾊ(ﾞﾌｰﾘｵ ﾝｰﾘﾞｸ）語本日（名品商 ｸﾞﾘｰﾝ ｵﾘｰﾌﾞ(ﾊﾗﾍﾟｰﾆｮ入り)減塩ﾀｲﾌﾟ

商品名（英字） GREEN OLIVE PIMIENTO(REDUCE SODIUM) 商品名（英字） GREEN OLIVE JALAPENO(REDUCE SODIUM)

5815107696248ドーコNAJ6115107696248ドーコNAJ

)g191(g353量容内)g191(g353量容内

42数り入42数り入

ンイペス国産原ンイペス国産原

賞味期間（製造後） 36か月 賞味期間（製造後） 36か月

商品名（日本語） ｸﾞﾘｰﾝ ｵﾘｰﾌﾞ(種なし) 商品名（日本語） ｸﾞﾘｰﾝ ｵﾘｰﾌﾞ(ｽﾗｲｽ)

商品名（英字） PITTED MANZANILLA OLIVE 商品名（英字） SLICED GREEN OLIVE

1954107696248ドーコNAJ1813107696248ドーコNAJ

)g064(g009量容内)g054(g578量容内

21数り入21数り入

ンイペス国産原ンイペス国産原

賞味期間（製造後） 36か月 賞味期間（製造後） 36か月

商品名（日本語） ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾘｰﾌﾞ(種なし)

商品名（英字） PITTED BLACK OLIVE

JANコード 8426967014980

内容量 875g(450g)

入り数 12

原産国 スペイン

賞味期間（製造後） 36か月

商品名（日本語）

商品名（英字）

JANコード

内容量

入り数

原産国

賞味期間（製造後）

商品名（日本語）

商品名（英字）

JANコード

内容量

入り数

原産国

賞味期間（製造後）

商品名（日本語）

商品名（英字）

JANコード

内容量

入り数

原産国

賞味期間（製造後）

（瓶）（小瓶）

（遮光瓶）

ゴヤ・フーズ株式会社は、1936年に設立されたヒスパニック資本による米国最大規模の食品会社で、
ラテンアメリカ食品・調味料産業におけるリーダー的存在、アメリカンドリームを掴んだ企業です。
ゴヤ製品のルーツは全世界に広がるヒスパニック･コミュニティの食の伝統に根ざしています｡オリーブ
オイル・オリーブの実をはじめ、本場の原材料、コクのある調味料、手軽な調理法と三拍子揃った製品
は、どんな好みの方にも、またどこのご家庭の食卓でも活躍してくれます。

国際エキストラヴァージンオリーブオイルコンテスト金賞、
” 美味しさ” そのままに減塩オリーブの実、こだわりの食材をあなたの食卓へ

スペイン・アンダルシア産良質オリーブを5種類バランスよくブレンドした、緑がかったフレッシュでフルー
ティーなオイル。日々の料理、炒め物や揚げものに。便利で使い切り、携帯性に優れた小瓶タイプ。

”美味しさ”はそのままに、従来より25％減塩したスペイン産マンザニリャ種グリーンオリーブ
にパプリカペーストを詰めました。  

お得な大瓶サイズ。こだわりの手摘み収穫、果肉の柔らかいスペイン産マンザニリャ種グ
リーンオリーブ”種なし”タイプ。  

お得な大瓶サイズ。歯応えのあるスペイン産オヒブランカ種ブラックオリーブの”種なし”タイプ。 
 

最も品質（味・色・食感・新鮮さ）が高い「ノンパレイリェス（粒径7㎜の小粒タイプ）」種のケー
パー。サーモン料理、サラダ、ピザ等のトッピングに最適です。 

スペイン・アンダルシア産良質オリーブを5種類バランスよくブレンドした、緑がかったフレッ
シュでフルーティーなオイル。日々の料理、炒め物や揚げものに。  

年1回限定生産。比類なき味と香り、フルーティで僅かな苦みと最後に辛味のある、最高のバランス
のプレミアムオイル。グリルから出したての肉・魚料理、カルパッチョ等生食用とも相性良いです。

”美味しさ”は、そのままに従来より25％減塩したスペイン産マンザニリャ種グリーンオリーブ
にハラペーニョ（青唐辛子）ペーストを詰めました。  

お得な大瓶サイズ。こだわりの手摘み収穫、果肉の柔らかいスペイン産マンザニリャ種グ
リーンオリーブ”スライス”タイプ。  

程良く塩気の利いた「アンチョビ」ペーストを、スペイン産マンザニリャ種グリーンオリーブに詰め
ました。酒のおつまみやパスタ料理などに最適。

贅沢に「ツナ（マグロ）」ペーストを、スペイン産マンザニリャ種グリーンオリーブに詰めました。
酒のおつまみやパスタ料理などに最適。

おいしいはずです、 ですから

ｸﾞﾘｰﾝ ｵﾘｰﾌﾞ(ｱﾝﾁｮﾋﾞｲﾘ)

GREEN OLIVE ANCHOVY

1194107696248

)g8.841(g833

21

ンイペス

36か月
アンチョビ入り

（缶）

商品名（日本語） EV ｵﾘｰﾌﾞ ｵｲﾙ

商品名（英字） EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

5901107696248ドーコNAJ

)g619(L1量容内

9数り入

ンイペス国産原

賞味期間（製造後） 24か月

（ペットボトル）

スペイン・アンダルシア産良質オリーブを5種類バランスよくブレンドした、緑がかったフレッ
シュでフルーティーなオイル。日々の料理、炒め物や揚げものに。

国際エキストラヴァージン
オリーブオイル
コンテスト2013金賞受賞

金賞

Gold

2013

国際エキストラヴァージン
オリーブオイル
コンテスト2014金賞受賞

国際エキストラヴァージン
オリーブオイル
コンテスト2013金賞受賞

国際エキストラヴァージン
オリーブオイル
コンテスト2013金賞受賞

25％減塩 25％減塩

大瓶 大瓶

大瓶

金賞

Gold

2013
金賞

Gold

2013

金賞

Gold

2014

ｹｰﾊﾟｰ ﾉﾝﾊﾟﾚｲﾘｪｽ(ｺﾂﾌﾞ)
CAPERS NONPAREILLES

)g17(g411

42
ンイペス

36か月

ノンパレイレェス

（小粒）タイプ

（小瓶）

ｸﾞﾘｰﾝ ｵﾘｰﾌﾞ(ﾂﾅｲﾘ)
GREEN OLIVE W/ TUNA 

4094107696248

)g8.841(g833
21

ンイペス

36か月
ツナ(マグロ)入り

（缶）



株式会社イマイ
東京都新宿区新小川町6-36 S&Sビル 4F
TEL:03-3260-6060 FAX:03-3260-6072

スペイン・アンダルシア産
こだわりの厳選オリーブオイル、オリーブの実瓶詰

GOYA
ゴヤ

商品名（日本語） ｸﾞﾘｰﾝ ｵﾘｰﾌﾞ(種あり) 商品名（日本語） ﾅﾁｭﾗﾙ ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾘｰﾌﾞ(種あり)

商品名（英字） PLAIN MANZANILLA OLIVE 商品名（英字） PLAIN NATURAL BLACK OLIVE

8744107696248ドーコNAJ6764107696248ドーコNAJ

)g191(g843量容内)g191(g843量容内

42数り入42数り入

ンイペス国産原ンイペス国産原

賞味期間（製造後） 36か月 賞味期間（製造後） 36か月

商品名（日本語） ｸﾞﾘｰﾝ ｵﾘｰﾌﾞ(種なし) 商品名（日本語） ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾘｰﾌﾞ(種なし)

商品名（英字） PITTED MANZANILLA OLIVE 商品名（英字） PITTED BLACK OLIVE

4784107696248ドーコNAJ8913107696248ドーコNAJ

)g051(g053量容内)g651(g043量容内

42数り入42数り入

ンイペス国産原ンイペス国産原

賞味期間（製造後） 36か月 賞味期間（製造後） 36か月

商品名（日本語） ｸﾞﾘｰﾝ ｵﾘｰﾌﾞ(ｽﾗｲｽ) 商品名（日本語） ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾘｰﾌﾞ(ｽﾗｲｽ)

商品名（英字） SLICED GREEN OLIVE 商品名（英字） SLICED BLACK OLIVE

4164107696248ドーコNAJ7064107696248ドーコNAJ

)g361(g243量容内)g361(g243量容内

42数り入42数り入

ンイペス国産原ンイペス国産原

賞味期間（製造後） 36か月 賞味期間（製造後） 36か月

商品名（日本語） ｸｲｰﾝ ｵﾘｰﾌﾞ(種あり) 商品名（日本語） ｱﾙｶﾊﾟﾗｰﾄﾞ(ｵﾘｰﾌﾞ 赤ﾋﾟｰﾏﾝ ｹｯﾊﾟｰ)

商品名（英字） PLAIN QUEEN OLIVE 商品名（英字） ALCAPARRADO

0724107696248ドーコNAJ7374107696248ドーコNAJ

)g021(g291量容内)g481(g943量容内

42数り入42数り入

ンイペス国産原ンイペス国産原

賞味期間（製造後） 36か月 賞味期間（製造後） 36か月

「Chef'sBest賞」

米国トップである製品の証

「国際エキストラヴァージン

オリーブオイルコンテスト2013」

金賞受賞

「優秀味覚審査機構」優秀味覚賞

著名なシェフ・ソムリエ等

味覚のエキスパートにより構成

米国を中心に

世界の様々な団体で

認められた品質と味。

米国の消費者団体雑誌より
BEST（非常に良い）と評価

「国際エキストラヴァージン
オリーブオイルコンテスト2012」

金賞受賞

こだわりの手摘み収穫、果肉の柔らかいスペイン産マンザリニャ種グリーンオリーブ、お酒
のおつまみに”種あり”タイプ。  

こだわりの手摘み収穫、果肉の柔らかいスペイン産マンザリニャ種グリーンオリーブ、汎用
性の高い”種なし”タイプ。  

こだわりの手摘み収穫、果肉の柔らかいスペイン産マンザリニャ種グリーンオリーブ、料理
の具材として便利な”スライス”タイプ。  

従来のグリーンオリーブより大きいクイーン（大粒）オリーブ、オリーブ好きにたまらない”種
あり”タイプ。  

歯応えのあるスペイン産オヒブランカ種ブラックオリーブ、料理の具材として便利な”種なし”
タイプ。  

厳選グリーンオリーブにフレッシュパプリカロースト、ケッパーをミックスしました。そのままお
つまみやサラダの具材に。  

歯応えのあるスペイン産オヒブランカ種ブラックオリーブ、汎用性の高い”種なし”タイプ。 
 

100％天然のブラックオリーブ、こだわりの”種あり”タイプ。果肉が軟らかく独特の”旨味”が
あります。  

おいしいはずです、 ですから

100％天然
ブラックオリーブ使用

保存料・人工添加物
不使用

グリーンオリーブ＆
パプリカ＆ケッパー

大粒オリーブ
保存料・人工添加物
不使用

保存料・人工添加物
不使用

保存料・人工添加物
不使用
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